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●販売元：株式会社ヨシダ　東京都台東区上野7-6-9　※キャンペーンの詳細・価格はお取り扱い店までお問い合わせください。 ちらしに記載の価格は全て標準価格（税別）です。

0800-170-5541
コンタクトセンター

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

※対応時間 ／ 月～金 9:00～19:00　土 9:00～17:00
  （日曜・祝祭日を除く）

コードレス根管拡大用モーター

プレシジョン E-connect Pro

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース/歯科用根管拡大装置
認証番号：302AGBZX00095000（管理 特管）

一般的名称：歯科用根管洗浄器/歯科用多目的超音波治療器
認証番号：302AGBZX00073000（管理 特管）

プレシジョン E-connect Pro
 429890　標準価格：99,900円 

プレシジョン Ultra X
 429925　標準価格：75,000円 

軸ブレがほとんどない構造で、安定した根管拡大形
成ができるので、レッジやトランスポーテーション形
成のリスクを軽減します。

軸ブレがほとんどない構造で、安定した根管拡大形
成ができるので、レッジやトランスポーテーション形
成のリスクを軽減します。

コードレス根管洗浄器

プレシジョン Ultra X

回転時の音が非常に静かなので、患者さんに恐怖
心やストレスを与えにくく、安心して治療を受けて
いただけます。

回転時の音が非常に静かなので、患者さんに恐怖
心やストレスを与えにくく、安心して治療を受けて
いただけます。

6 種のモード設定（M0～M5）が可能。モード M0
では反復回転での使用が可能です。
6 種のモード設定（M0～M5）が可能。モード M0
では反復回転での使用が可能です。

超音波振動によりスメア層を効率的に除去できます。
ガッタパーチャや破折ファイルなどの、根管内異物除去にも
ご使用いただけます。

一般的名称：歯科根管材料電気加熱注入器
認証番号：302AGBZX00075000（管理 特管）

プレシジョン Fast Fill
 408703　標準価格：113,000円

プレシジョン Fast Pack
 408692　標準価格：99,900円 

コードレス電動式根管充填プラガ

プレシジョン Fast Pack
90～250℃の幅広い温度設定が可能です。
温度がディスプレイに表示されるため、確認しながら診療できます。

コードレス根管充填材注入器

プレシジョン Fast Fill
3 つのメモリーがあり、7 段階の温度設定と
3 段階の充填スピードから設定できます。
温度：100・120・140・150・160・180・200℃
スピード：Low・Mid・High

プレシジョン UltraXと
EDTA 3% で 1 分洗浄後

プレシジョン UltraXと
水で 1 分洗浄後

一般的名称：電熱式根管プラガ
認証番号：302AGBZX00074000 (管理 特管）

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具　認証番号：21900BZX00750000（管理）

標準価格：各148,000円 

歯面清掃器

クイックジェットM
ジェットストリームの力で、歯面の汚れを効果的に除去

 428136　ポピー Y
 428143　ポピー YST
 428151　ポピー K
 428168　ポピー M
 428175　ポピー N
 428190　ポピー OS
 428182　ポピー S

 536771　クイックジェットM ブラック
 554470　クイックジェットM アイボリー
 554487　クイックジェットM スカイブルー

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース　認証番号：20900BZZ00015000（管理 特管）

標準価格：各55,000円 

PMTC専用ハンドピース

プロフィーコントラハンドピース8MⅡA
・スリムヘッドで術視野を十分に確保
・ラウンドヘッドなので粘膜を傷つけること無く
　安全に操作可能

 347450　プロフィーコントラハンドピース 8MⅡA
 490419　プロフィーコントラハンドピース 8MⅡA ロングヘッド

一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：231AKBZX00013000（管理 特管）

標準価格：各93,000円 

 193706　ユリ－
 193713　ユリ－ ST
 193859　ユリ－ K
 193873　ユリ－ M
 193866　ユリ－ N
 194092　ユリ－ OS
 193881　ユリ－ S

標準価格：各118,000円 

エアースケーラー

ポピー
軽くてコンパクト ！ 操作しやすいエアスケーラー

一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：226AKBZX00111000（管理 特管）

サブソニックブラシシステム

ユリ－
サブソニック振動で様々なシーンに活躍するブラシ専用ハンドピース

一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：20700BZZ00045000（管理 特管）

＜光無＞標準価格：各198,000円 

根管拡大・洗浄・歯石除去装置

※切削・歯周ポケット洗浄・歯面清掃はオプションです。

ルーティー560-Neo
チップの交換だけで5種類の用途に使用できます。

 208898　ルーティー560-Y-Neo
 208909　ルーティー560-YST-Neo
 208834　ルーティー560-K-Neo
 208841　ルーティー560-M-Neo
 208859　ルーティー560-N-Neo
 208866　ルーティー560-OS-Neo
 208873　ルーティー560-S-Neo

＜光付＞標準価格：各256,000円 

 208881　ルーティー560-YL-Neo
 208791　ルーティー560-KL-Neo
 208802　ルーティー560-ML-Neo
 208810　ルーティー560-OSL-Neo
 208827　ルーティー560-SL-Neo
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チップ

動画はコチラ

5～8mmの
歯周ポケット用

根近接部、歯間近接部、
歯列叢生部用

オールマイティ
タイプ

TTL 1 TRP 1 TES

通常タイプと比較し、ネックが10㎜長いので
臼歯へのアクセスが容易です。

スケーリング エンド 切削 ポケット洗浄 歯面清掃

使いやすい角度の
ブラシチップ

110° 口腔内の状況に合わせて選べる4つのタイプ

●Mブラシ小・大●Fブラシ小・大

この機会にぜひお求めください！

ヨシダの小器械で毎日の診療をもっと快適に!!



●本体寸法：W230×D350×H360mm
●チャンバー内寸法：φ125×H190mm
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一般的名称：器具除染用洗浄器
届出番号：20B2X00004000009（一般） 391816　標準価格：129,900円 

397915　標準価格：429,900円 

超音波洗浄器

ウルトラソニック3800Z
コンパクトながら3.8Lの洗浄槽で大量器具が洗浄可能

滅菌パック入りのハンドピース8本
を同時滅菌可能

一度に最大 10セットの
大容量洗浄が可能な卓上洗浄器

一般的名称：歯科用根管拡大装置　認証番号：229AKBZX00004000（管理 特管）

＜本体＞ 標準価格：各198,000円 　＜ホルダー＞ 標準価格：20,000円 

根管拡大・洗浄装置

ソニックエンド エアドライブ
2,000～3,000Hzの振動と1mmの振幅で根管を拡大・洗浄

一般的名称：器具除染用洗浄器
届出番号：13B1X10134001001（一般） 394311　標準価格：580,000円 

ウォッシャーディスインフェクター

パナソニック自動ジェット式器具洗浄機
卓上コンパクトサイズの自動ジェット式器具洗浄機

 508301　ソニックエンド エアドライブY
 508319　ソニックエンド エアドライブYST
 508326　ソニックエンド エアドライブK
 508333　ソニックエンド エアドライブM
 508341　ソニックエンド エアドライブN
 508358　ソニックエンド エアドライブOS

一般的名称：歯科材料加温器
届出番号：14B2X90011000002（一般）

 396254　標準価格：110,000円 

寒天コンディショナー

DC てきおん君 ホワイト
シリンジとカートリッジ両方に使用できる2槽構造
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[注水・洗浄]
注水と吸引がはじまると根管内で水の
還流が発生し、根管内の残渣（切削粉や
血液、膿、滲出液等）を効果的に洗浄し
ていきます。

[吸引・乾燥]
ユニット側で注水を止め、エアーのみに
よる吸引で根管内を約2～3秒で乾燥で
きます。ペーパーポイントは完全な乾燥
確認のためにお使いください。

詳細はコチラ

詳細はコチラ

詳細はコチラ

詳細はコチラ詳細はコチラ

詳細はコチラ
一般的名称：歯科根管内洗浄吸引乾燥装置
認証番号：21900BZX00751000（管理）標準価格：各118,000円 

根管洗浄・吸引・乾燥装置

クイックエンドSIT
根管治療における洗浄・吸引・乾燥が1本で行えます
 559631　クイックエンドSIT　 559662　クイックエンドSIT-ST

ワンタッチ
プッシュボタン

一般的名称：一般的電気手術器
承認番号：21300BZZ00083000（管理 特管）

[パワー選択] 
ダイヤル式のパワー調節。認識しやすいLEDランプ表示。

[モード選択]
LEDランプで波形モードを一目で確認できます。

[コレットチャックハンドピース]
チップの付け替えが容易に行えます。

詳細はコチラ
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一般的名称：歯科用根管長測定器
認証番号：229AGBZX00014000（管理 特管） 392882　標準価格：128,000円 

根管長測定器

ジャスティ3.5
APEXオーバーの数値まで測定可能な根管長測定器

わ

ずか
130gの軽

さ

軽量

1mmアンダー

生理学的根尖 前面パネルを
押すだけで
電源ON

詳細はコチラ
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※専用触媒塩が必要です。

◀動画はコチラ

詳細はコチラ

 396261　標準価格：110,000円 

寒天コンディショナー

一度に20本の寒天カートリッジを加熱可
DC てきおん君 カートリッジホワイト

ハンドピース用小型滅菌器

フレッシュクレーブ

一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
認証番号：230AFBZX00021000（管理 特管）

 395177　標準価格：115,000円 

予
防
製
品

バクテリアセルフチェッカー

mil-kin（見る菌）C-Type
スマートフォン画面で口腔内の細菌を見ることができます

詳細はコチラ

詳細・デモ希望の方は、お取扱い歯科ディーラー様までお問い合わせください。

101（ボトル1本） 428710　標準価格：58,000円 

次亜塩素酸水生成器

ドミソール
高い除菌効果をもつ次亜塩素酸水を低コストで生成

一般的名称：歯科材料加温器
届出番号：14B2X90011000001（一般）

 861493　標準価格：150,000円 

電気メス

ベストサージ
切開・凝固の2モード出力の低価格な高周波電気メス


